
■11　知能犯罪の発生と検挙
１　知能犯罪の認知・検挙状況
　平成28年中、詐欺や横領、偽造通貨行使等の知能犯罪を2,388件認知し、750件を検挙しました。
知能犯罪認知件数の約８割が詐欺(2,010件)であり、このうち、特殊詐欺が約５割(972件)を占め
ています。
　また、知能犯罪は財務捜査が必要であるなど困難な捜査が伴いますが、認知した知能犯罪は、
できるだけ早期に検挙するよう努めています。

２　政治・行政・経済をめぐる不正の取締り
　政治・行政をめぐる構造的な不正や、経済活動の健全性、信頼性を阻害する犯罪は、様々な刑
罰法令を適用して摘発に努めています。
　また、各種選挙の際、選挙の公正を著しく害する悪質な違反に指向した取締り、検挙活動を行っ
ています。

《平成２８年中の主な検挙》
⃝　鞄遺失に伴う損害賠償名目の特殊詐欺事件� (埼玉県、愛知県警察合同捜査本部、鴻巣署)

⃝　老人ホーム入所権に伴うトラブル解決費用名目の特殊詐欺事件

� (埼玉県、青森県警察合同捜査本部、川越署)

⃝　有料動画サイト料金未払い名目の特殊詐欺事件� (捜査第二課､ 朝霞署)

⃝　鞄遺失に伴う会社資金補填名目の特殊詐欺事件� (捜査第二課､ 川越署)

⃝　宝くじ当選金受取費用等名目の特殊詐欺事件� (捜査第二課､ 蕨署)

《平成２８年中の主な検挙》
⃝　元越谷市社会福祉課長らによる不動産売買をめぐる贈収賄事件� (捜査第二課､ 越谷署)

⃝　農林水産省関東農政局における補助金事業に係る詐欺事件� (捜査第二課､ 大宮署)

⃝　財産分与手続を依頼された弁護士による業務上横領事件� (捜査第二課､ 朝霞署)

知能犯罪(詐欺)認知件数の推移 知能犯罪検挙件数の推移
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■12　科学捜査の推進
１　ＤＮＡ型鑑定
　犯罪捜査における科学技術の活用の一環として、
科学捜査研究所においてＤＮＡ型鑑定を実施してい
ます。
　ＤＮＡ型鑑定は、４兆7,000億人に１人という確
率で個人識別を行うことが可能で、客観的な立証に
大きく貢献しています。

２　違法薬物鑑定
　科学捜査研究所において、鑑定をする違法薬物は、
覚醒剤や大麻が大半を占め、同薬物の乱用は、幻覚
や妄想等により凶悪事件や交通事故を起こすなど社
会問題となっています。
　科学捜査研究所では、違法薬物の鑑定を適正に実
施して、犯罪の立証に努めています。

３　ポリグラフ検査
　ポリグラフ検査は、事件に関係する質問をして、
その時の呼吸、脈拍、発汗等複数の生理反応の変化
を測定し、容疑者が事件の詳細事実を認識している
かどうかを判断するものです。
　捜査部門からの要請に基づいて、科学捜査研究所
の職員を派遣して実施しています。

４　微細証拠物件鑑定
　犯人が、それと気付かずに残していく様々なもの
を微細証拠物件といい、犯行を立証する有効な手が
かりとなります。
　科学捜査研究所で行う微細証拠物件の鑑定は、犯
人と犯行現場、犯人と被害者を結び付ける重要な役
割を果たしています。

ＤＮＡ型の鑑定

覚醒剤(結晶)大麻(花穂)

ポリグラフ検査

繊維の顕微鏡観察

約0.5mm

約2.2mm

約28mm
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■1３　交通事故の抑止
１　交通事故の推移
　県内の交通事故死者(事故後24時間以内)は、平成28年は151人(前年比－26人)で、昭和30年以降、
最も少ない死者数でした。また、人身交通事故は、平成17年をピークに減少傾向で推移し、平成
28年は２万7,816件(前年比－1,712件)で平成元年以降最少の件数となりました。

２　交通死亡事故の特徴(年齢層別、状態別、道路形状別)
　年齢層別では、65歳以上の「高齢者(86人)」が最も多く、統計の残る昭和50年以降、初めて全
体に占める割合が５割を超えました。状態別では、「歩行者(55人)」が最も多く、次いで「自転
車(33人)」、「四輪車(29人)」となっており、自転車乗用中と歩行中で全体の約６割を占めていま
す。道路形状別では、交差点(付近を含む。)が84件(前年比－30件)と大幅に減少しました。

３　交通事故抑止対策の推進
⑴　自転車事故抑止対策
　自転車乗用中の交通事故を抑止するため、自転車安全
教室等を通じて自転車利用者への交通ルールの周知やマ
ナーの向上を図っています。
　また、交通ルールを無視した自転車利用者には、自転
車指導警告カードによる指導警告を行い、悪質・危険性
が高い場合は検挙しています。

自転車安全教室(子ども自転車運転免許制度)

年齢層別（平成28年中） 状態別（平成28年中） 道路形状別（平成28年中）

※人身交通事故件数については、昭和39年までは物件事故を含む。
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⑵　高齢者交通事故抑止対策
　平成28年中の交通事故死者数のうち、高齢者が全体の５
割を超えるなど、高齢者の関係する交通事故が多発してい
ることから、自治体や関係団体と連携し、多くの高齢者に
対する交通安全アドバイスや反射材の着用を推進していま
す。また、自転車乗用中の事故防止活動として学科や実技
試験、教養等を内容とした自転車大会を開催しています。
⑶　飲酒運転根絶対策
　平成28年中８人が亡くなるなど、飲酒運転による交通事
故が後を絶たないことから、飲酒運転の根絶を図るため、
取締りを推進するとともに、関係機関団体と連携し、飲酒
運転を「しない､ させない､ 許さない」環境づくりを展開
しています。
⑷　交差点対策
　横断歩道における歩行者の関係する交通事故の抑止を図
るため、交通監視や取締りの強化等、歩行者優先の基本的ルールを徹底させる活動として「横断
歩道事故『０

ゼロ

』作戦」を推進しています。
⑸　交通指導取締りの強化
　交通事故抑止に資する交通指導取締りを推進するため、交通事故分析に基づいた指導取締り、
悪質で危険性の高い違反や、地域住民の要望等を踏まえた迷惑性の高い違反を重点とした指導取
締りを推進しています。放置駐車違反に対しては、駐車監視員による取締りも行っており、住民
の要望等を踏まえ重点的に巡回する地域等を定めたガイドラインに沿った活動を推進しています。
　また、悪質な交通事故事件に対する捜査活動を積極的に推進し、平成28年中は、ひき逃げ交通事件
を405件検挙したほか、危険運転致死傷罪を53件検挙しました。

⑹　暴走族対策の推進
　県内の暴走族は縮小傾向にあるものの、少人数による暴
走を繰り返しています。また、近年、年式の古い車両を暴
走族風に改造して集団により爆音走行をするグループ(旧

きゅう

車
しゃ

會
かい

)が増えています。このため、集団暴走等の取締りを
強化するとともに、暴走族加入防止指導、暴走行為追放の
店の指定等、暴走族等の根絶に向けた対策を推進していま
す。

交通安全高齢者自転車大会

飲酒運転の取締り

暴走族の取締り(暴走行為の採証)

交通事故の捜査

・無免許運転� ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8３7件
・飲酒運転� ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1,1３9件
・速度超過� ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ �84,512件
・交差点違反� ‥‥‥‥‥‥‥‥125,765件
(一時不停止・信号無視・横断歩行者妨害等)

主な交通違反取締り状況(平成28年中)
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４　県民生活に適応した交通環境の整備
⑴　生活道路の交通事故防止対策(ゾーン３0の整備)
　生活道路の安全を確保するため、最高速度30キロメート
ル毎時の区域規制を実施し、歩行者及び自転車の安全な通
行空間の整備に取り組んでいます。平成24年度から28年度
までの５か年で169か所を整備しました。
　平成24年度から27年度までに整備した145か所の人身交
通事故発生状況は、438件から399件となり、8.9パーセン
ト減少しました。
　平成29年度以降についても、平成33年度までの５か年で148か所の整備を計画しています。
⑵　先進技術を駆使した交差点安全施設の整備
� �交差点における横断歩行者の安全を図るため、５か所の交差点に横断速度に応じて歩行者青時
間を延長する画像式歩行者感応信号機を整備しました。
　また、バスの安全で円滑な運行の確保を
目的とした「公共車両優先システム(ＰＴ
ＰＳ)」を１交差点に、救急車等が現場に
到着するまでの時間を短縮して早期対応を
可能にする「現場急行支援システム(ＦＡ
ＳＴ)｣ を１交差点に整備しました。

５　効果的な運転者対策の推進
⑴　利便性に配慮した運転免許手続の推進
　県内の運転免許保有者数は年々増加し、平成28年末で約467万1,000人に達しています。更新手
続は、運転者の利便性に配慮し、運転免許センターと各警察署(鴻巣警察署を除く。)で即日交付
を実施しています。また、再交付手続は、運転免許センターのほか、再交付・国外免許センター
(大宮ソニックシティビル４階)で行っています。
⑵　高齢者、障害者等のための運転適性相談
　運転免許センターに「運転適性相談室」を開設してい
ます。高齢者や障害のある方の安全な運転や運転免許取
得のための相談業務を行っており、平成28年中は､ 1,387
人から相談を受理しています。
⑶　運転者の態様に応じた運転者教育
　講習区分に応じた更新時講習、運転免許を取得しよう
とする方を対象とした取得時講習や原付講習、違反者等
に対する違反者講習、停止処分者講習等を行っています。
　75歳以上の運転免許証更新者には認知機能検査を実施し、その結果に基づくきめ細かな高齢者
講習を実施しています。

ゾーン30整備状況

公共車両優先システムの仕組み

認知機能検査実施状況
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■14　テロ対策の推進
１　ラグビーワールドカップ及び東京オリンピック・パラリンピックを見据えた警備諸対策の推進
　平成31年に開催されるラグビーワールドカップ大会や翌32年の2020年東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会を見据え、平成28年４月、東京オリンピック･パラリンピック警備対策室を
設置し、警備体制の万全と大会の成功に向けた諸対策
を推進しています。特に、テロの未然防止に向けた取
組として、平成27年11月に官民一体となった横断的な
ネットワーク「2020オリンピック･パラリンピック/ラ
グビーワールドカップ2019テロ対策「彩の国」ネット
ワーク」を設立し、テロに対する危機意識の共有、通
報連絡体制の構築、テロを許さない県民機運の醸成、官
民合同訓練による対処能力の向上等を推進しています。

２　国際テロ対策の推進
⑴　我が国への国際テロの脅威
　平成25年１月に発生した在アルジェリア邦人に対するテロ事件、平成27年１月及び２月に発生
したシリアにおける邦人殺害テロ事件、同年３月に発生したチュニジアにおけるテロ事件、平成
28年７月に発生したバングラデシュ・ダッカにおける襲撃事件をはじめ、我が国の権益や邦人が
テロの標的となる事案等が発生しており、我が国に対するテロの脅威が現実のものとなっています。
　県警察では、国際テロを未然に防止するため、関係機関等と連携して必要な対策を強力に推進
するとともに、テロに関する情報の収集に努めています。
⑵　官民一体の日本型テロ対策　
　国内で市販の化学物質から爆発物を製造する事案が発生していることから、化学物質の販売事
業者等に対し、継続的に個別訪問を行うとともに、不審購入者の来店等を想定したロールプレイ
ング訓練を実施するなど、本人確認の徹底、不審情報の通報等を要請しています。このほか、化
学物質を保管する学校等へ管理強化の依頼や、ホテル、インターネットカフェ、レンタカー事業
者等との連携体制の構築を図り、官民一体の日本型テロ対策の推進に努めています。

３　オウム真理教対策の推進
　オウム真理教(以下「教団」という。)は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法
律に基づき、公安調査庁長官の観察処分に付されるなど、現在も無差別大量殺人行為に及ぶ危険
性を有しています。
　教団は、麻原彰晃こと松本智津夫への絶対的帰依を強調する主流派(「Aleph(アレフ)」)と、
松本の影響力がないかのように装う上祐派(「ひかりの輪」)を中心に活動しています。
　主流派は、教団名を秘匿し、青年層を中心に接触を図り、ヨーガ教室に勧誘するなどして新規
信者を獲得しています。一方、上祐派は各施設で開催している説法会等の行事について、ウェブ

県民機運醸成のための広報啓発活動

　オリンピック等でアスリートが与える『感動』に
合わせ、不審者や不審物を発見した際に、あやしい
と『感』じ、通報してもらう(『動』いてもらう)と
いう意味が込められています。
(大宮開成高校書道部による書道パフォーマンス)
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サイトを通じて参加を呼びかけるなどして信者獲得を図っています。　
　県警察では、引き続き関係機関と緊密に連携し、教団の実態解明と組織的な違法行為の厳正な
取締りを推進するとともに、教団施設周辺の地域住民の安全・安心を確保するため、施設周辺に
おけるパトロール等の警戒警備に取り組んでいます。

４　拉致問題と対日有害活動への対応　
　県警察では、北朝鮮による拉致容疑事案及び拉致の可能性を排除できない行方不明者に関して、
警察庁及び他の都道府県警察と連携しながら所要の捜査・調査を継続しており、県警ホームペー
ジに家族の同意が得られた行方不明者の情報を掲載して情報提供を呼びかけています。　
　そのほか、我が国の国益が損なわれることのないよう、対日有害活動に関する情報収集・分析
の強化を図り、違法行為に対しては厳正な取締りに努めています。

５　過激派対策の推進　
　過激派は、共産主義革命を目指して、私たちの社会を暴力で破壊転覆しようと企てる危険で反
社会的な集団であり、様々な違法行為を行うなど治安を脅かしています。現在は、労働運動や大
衆運動に取り組みながら、組織の維持・拡大を図っています。その一方で、平成26年10月には埼
玉県川口市内で、平成27年４月には神奈川県座間市内で飛翔弾発射事件等を引き起こすなど、依
然として「テロ、ゲリラ」事件を実行する意思と能力を有しています。
　県警察では、過激派に対する事件捜査や非公然アジト発見に向けたマ
ンション、アパート等に対するローラーを推進するとともに、ポスター
等を用いた広報活動により県民の皆様からの広範な情報提供を求めるな
ど、各種対策を推進しています。平成28年中は、全国で過激派活動家35
人を検挙しました。県警察では、県民の皆様の理解と協力を得ながら、
過激派による違法行為の取締りを推進しています。
　
６　右翼対策等の推進　　
　右翼は、領土問題、歴史認識問題等の諸問題を捉え、これに抗議する街頭宣伝活動に取り組ん
だほか、一部の団体は、企業等に対して「糾弾活動」と称し、街頭宣伝車を用いて執拗な街頭宣
伝活動を行っています。
　また、極端な民族主義・排外主義的主張に基づき活動する右派系市民グループは、韓国や北朝
鮮との問題等を捉えた徒歩デモや街頭宣伝活動等に取り組んでいます。
　県警察では、右翼等によるテロ等重大事件の未然防止に努めるとともに、違法行為に対して徹
底した取締りを行い、平成28年中は、135件132人を検挙しました。

過激派指名手配ポスター

《平成２８年中の主な検挙》　
⃝　右翼団体代表らによる民間企業に対する暴力行為等処罰に関する法律違反事件
� (公安第二課､ 草加署)
⃝　右翼団体元幹部による窃盗事件� (公安第二課､ 吉川署)
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■15　災害・重大事案への対策
１　自然災害対策　　
　平成28年中は８月の台風９号の影響により、床上浸水
が400件、床下浸水が1,713件発生するなどの被害があり
ました(被害数は埼玉県調べによる暫定値)。
　県警察では、早期に警備体制を確立し、避難措置等の
災害警備活動を実施しました。
　また、県警察ではこうした大雨や地震等の災害警備活
動を適切に行うため、平素から、災害対応訓練や防災教
養を実施し、対応能力の強化に努めています。
　このほか、防災イベントや帰宅困難者対策協議会といった防災意識を醸成する活動に参加し、
防災関係機関と連携して、地域防災力向上による減災の実現を目指しています。

２　突発重大事案対策
　テロ、航空機墜落等の突発的に発生する重大な事件事
故に対して、迅速かつ的確に対処できるよう各種対策を
推進しています。　
　平成28年11月には、2020年東京オリンピック・パラリ
ンピック競技大会の競技が行われる予定の施設におい
て、銃器及び爆弾テロ事案が発生したとの想定の下、観
客の避難誘導、爆発物の処理、被疑者の検挙等の総合訓
練を実施するなど、有事の際の対応能力強化に努めてい
ます。

３　関係機関との連携強化
　自然災害や重大な事件事故等への対応において、自治
体、消防、自衛隊等の関係機関と緊密に連携することが
極めて重要です。
　このため、平成28年防災週間における九都県市合同防
災訓練(埼玉県会場、さいたま市会場)や同年11月の埼玉
県国民保護実動訓練をはじめ、自治体等が主催する訓練
や会議に積極的に参加するとともに、県警察が主催する
訓練に幅広く参加を呼びかけるなど、関係機関との連携
強化に努めています。

水害に備えたボートによる救出救助訓練

爆弾テロ事案を想定した訓練

九都県市合同防災訓練(さいたま市会場)への参加状況
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■16　警備実施
１　警衛・警護　　
⑴　警衛
　平成28年中は、多くの皇族方が御来県されたほか、皇
太子殿下が平成28年６月全国みどりの愛護のつどい御臨
席のため、お召自動車で県内を御通過されました。
　県警察では、皇室と国民との親和に配意した警衛警備
を実施し、御身辺の安全確保と歓送迎者の事故防止を図っ
ています。
⑵　警護　
　平成28年中は、第24回参議院議員通常選挙が行われ、選挙期間中、県内各所に多数の要人が応
援演説のため来県しました。
　県警察では、万全な警護警備を行うため、日々実戦的な警護訓練を行うとともに、これら要人
が来県した際は、警護警備諸対策を実施し、要人の身辺の安全確保に努めています。

２　機動隊の活動　
　機動隊は、集団警備力によって、有事即応体制を保持する常設部隊であり、デモ警備等の治安
警備活動のほか、銃器使用事案や爆発物容疑事案の対処、災害発生時の救助活動等、様々な現場
活動に対応する機能別部隊が編成されています。このほかにも、管区機動隊、第二機動隊等が設
置されており、各種警察活動に従事しています。

３　雑踏事故の防止　
　年間を通して県内各地では、各種祭礼、イベントのほか、
Ｊリーグ、プロ野球等の試合、競馬、競輪等の公営競技が
開催され、多くの方が観覧のために訪れています。
　各種祭礼等に際しては、観衆の安全を確保するため、あ
らかじめ、行事の主催者や施設の管理者等に対して、自主
警備員の配置等の必要な安全対策を要請するとともに、必
要に応じて警察部隊を投入して、雑踏警備を実施し、雑踏事故及びテロ防止対策に努めています。
　平成28年中に警察部隊を投入して実施した雑踏警備としては、ユネスコ無形文化遺産に登録さ
れた秩父夜祭や川越まつりをはじめ、熊谷うちわ祭、大宮氷川神社の初詣等があります。毎年恒
例の祭礼がほとんどですが、平成28年10月に、４回目の開催となる「2016ツール・ド・フランス
さいたまクリテリウム」においても雑踏警備を実施しました。

警護実戦訓練

祭礼雑踏警備

《平成２８年中の主な活動》　
⃝　警戒警備・治安警備～伊勢志摩サミット、自衛隊観閲式等における警備活動

⃝　災害警備～熊本地震等災害発生時の救出救助活動　

⃝　警衛・警護警備～国民体育大会(岩手県)に伴う警衛警備、プーチン露大統領来日等における警備活動
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■17　犯罪被害者の支援
１　被害者等の視点に立った取組
⑴　被害者連絡制度
　事件担当者等が、被害者や遺族に対し、刑事手続や犯罪被害者のための制度、捜査状況、被疑
者の検挙状況、逮捕被疑者の処分状況について連絡を行っています。
⑵　精神的支援・経済的支援
　被害者支援要員が、被害者や遺族に対し、捜査手続等の説明、捜査活動時の付添い、送迎等の
支援を行っています。また、強盗致傷事件等の一定の被害者に対しては、捜査に必要な診断書料
や初診料を、性犯罪被害者に対しては、さらに緊急避妊料等の費用を公費負担しています。
　埼玉県警察犯罪被害者相談センター (0120-381858)では、電話相談、臨床心理士等によるカウ
ンセリングを行っています。

年 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28
件数 516 510 588 377 323

⑶　再被害の防止
　被害者等が同じ加害者から再び危害を受けるおそれが認められるときは、被害者を再被害防止
対象者に指定し、自宅に防犯機器を設置するなどして、再被害の防止を図っています。
⑷　彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センターにおける犯罪被害者支援
　県、公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センターとともに、武蔵浦和合同庁舎(ラムザタワー３階)
において、相互が緊密に連携し、被害者のニーズに応じた支援を総合的に行っています。
⑸　性暴力等被害者支援のネットワークの構築
　平成25年９月、県、公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センター、埼玉県産婦人科医会と４者で
協定を締結しました。この協定に基づき、各機関、団体が連携して、性犯罪を含む性暴力等の被
害者に対し、心身に受けた被害の軽減や早期回復に必要な支援を提供するとともに、警察への届
出の促進や被害の潜在化防止を図る取組を推進しています。

２　被害者も加害者も出さない街づくり
　被害者が受けた痛み、命の大切さ、支援の必要性等に理解を深め、
「社会全体で被害者を支え、被害者も加害者も出さない街づくり」
に向けた気運の醸成のため、公益社団法人埼玉犯罪被害者援助セン
ターと連携し、
　○　「犯罪被害者支援県民のつどい」
　○　小・中・高校生を対象とした「命の大切さを学ぶ教室」
　○　犯罪被害者遺族等による講演会
　○　大学・短大、看護学生を対象とした被害者支援に係る講義
等、各種広報啓発活動を行っています。

埼玉県警察犯罪被害者相談センター　カウンセリング件数

犯罪被害者支援のポスター
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　警察官には、適正に職務を執行するための高い良識と実務能力が要求されます。このため、警
察学校や警察署では、警察官の教育訓練を充実させ、治安のプロとしての自覚を涵

かん

養
よう

し、実務能
力の向上を図っています。
　

１　警察学校における教育訓練
　県警察学校では、新たに採用された職員に対し、職務
執行に必要な知識、技能を修得させています。
　また、県警察学校、管区警察学校、警察大学校では、
幹部に昇任する(した)職員及び高度な専門的知識や技能
を修得する必要がある職員を対象とした教育訓練を計画
的に行っています。

２　職場における教育訓練
　警察本部の各所属や警察署の職場において、実務能力の向上や警察官としての目的意識を醸成
する教養を体系的に実施しています。
　また、休日を活用した社会奉仕活動や地域文化活動への参加を奨励するなど、社会常識の涵

かん

養
よう

にも努めています。

３　実戦的訓練の充実
　あらゆる事案に的確に対処し、力強い警察活動を推進
するため、柔道、剣道、逮捕術及び拳銃等の訓練を実施
しています。
　また、様々に変化する現場を想定した、実戦的な訓練
も実施しています。

警察学校長による点検の風景

警察官の採用時教養期間

Ⅲ　警察官の教育訓練

交番における犯人制圧訓練
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１　防犯指導班「ひまわり」
　防犯指導班「ひまわり」は、幼稚(保育)園や地域での会合、大学等に出向き、犯罪から身を守
るための防犯指導を行っています。防犯指導では、女性警察官が人形劇や寸劇を織り交ぜながら、
被害防止のポイントを分かりやすく説明しています。
２　非行防止指導班「あおぞら」
　非行防止指導班「あおぞら」は、県内の小・中・高等学校に出向き、非行防止・薬物乱用防止
教室を行っています。非行防止教室では、女性警察官等が児童生徒参加型のロールプレイング等
を織り交ぜながら、年齢に応じて分かりやすく説明しています。
３　交通安全教育指導班「ふれあい」
　交通安全教育指導班「ふれあい」は、県内の幼稚園、学校又は企業等に出向き、交通事故抑止
を図るための交通安全教育を行っています。交通安全教育では、女性警察官等が腹話術等を織り
交ぜながら、交通事故の発生状況や事故防止について分かりやすく説明しています。
４　薬物乱用防止講習会
　薬物銃器対策課では、主に大学生、社会人や県内のプロスポーツチーム等を対象とした薬物乱
用防止講習会を県内各地で開催しています。人の健康を損ない、様々な凶悪事件、重大事故を引
き起こす薬物乱用の恐ろしさを伝え、その根絶を目指しています。
　また、社会問題となっている危険ドラッグの乱用防止についても講習しています。
５　情報セキュリティ講演
　サイバー犯罪対策課では、県内の小・中・高校生等を対象として、年々悪質化・巧妙化するサ
イバー犯罪に児童や生徒が巻き込まれないために、出会い系サイト等を通じて出会うことの危険
性や、インターネット上に個人情報を書き込むことの危険性等について、実際に起きたサイバー
犯罪の事例等を挙げながら説明する「情報セキュリティ講演｣ を行っています。
６　命の大切さを学ぶ教室・犯罪被害者支援に関する講義
　犯罪被害者支援室では、被害者支援への理解、犯罪を許さないなどの規範意識の向上や思いや
りの気持ちの醸成を図ることを目指し、犯罪被害者遺族又は埼玉県警察本部犯罪被害者支援室員
等が、「命の大切さを学ぶ教室(小・中・高校生対象)」及び「犯罪被害者支援に関する講義(大学・
短大、看護学生対象)」を行っています｡
7　痴漢犯罪等防止講話
　鉄道警察隊では、電車内の痴漢犯罪等の被害に遭わないための防犯ポイント、対応要領につい
て、警察官が護身術等の実技を織り交ぜながら、分かりやすく説明する「痴漢犯罪等防止講話」
を実施しています。
８　県警察と大学が連携した人材育成
　県内の城西大学、東京国際大学及び平成国際大学において、警察本部長をはじめとする県警幹
部による講義を行い、警察活動に対する基本的な理解と社会生活上での犯罪被害を防止するため
の具体的な知識の普及に努め、人材育成を図っています。

警察が実施する指導班の派遣及び講習会

◆　各指導班の派遣及び講習会のお申し込み方法の詳細は、県警ホームページをご覧下さい。
�　　　　　　　　　　　　http://www.police.pref.saitama.lg.jp/
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　県警ＰＲセンター、通信指令室、交通管制センターを見
学することができます。
　事前予約制で、原則として、学校や自治体等の団体(おお
むね10人以上)を対象としています。毎月第２・第４金曜日
は少人数でも受け付けていますので、お気軽にお申し込み
ください。

　詳細は、警察本部広報課広報係へお問い合わせください。
　　　　　☎０４８－８３２－０１１０(代表)

　県警ＰＲセンター、通信指令室、交通管制センターを見
学することができます。
事前予約制で、原則として、学校や自治体等の団体(おお

むね10人以上)を対象としています。毎月第２・第４金曜日
は少人数でも受け付けていますので、お気軽にお申し込み
ください。

詳細は、警察本部広報課広報係へお問い合わせください。
　　　　　☎０４８－８３２－０１１０(代表)

警察本部施設見学

話題記事（現場活動紹介）

　平成28年中は、特殊詐欺事件や窃盗
事件等の被疑者を空から追跡し、パト
カー等と連携して検挙するなど、捜査の
進展に大きく貢献したほか、県外におい
ても、４月に発生した熊本地震、９月に
発生した台風10号による東北豪雨災害
に応援派遣し、被災地の状況把握や被災
者の捜索救助活動にあたりました。ま
た、５月に開催された伊勢志摩サミット
では、上空から警戒にあたりました。
　県警察航空隊は、今後も県民の皆様の
安全と安心を空から見守っていきます。

　県警察航空隊は、「むさし」、「みつ
みね」、｢さきたま」のヘリコプター３
機を配備しており、その機動力を活かし
たスカイパトロールをはじめ、突発事案
や大規模災害発生時における情報収集、
通信指令室やパトカー等と連携した被疑
者(車)の追跡・検挙、遭難者の捜索・救
助、被災地への人員物資の緊急輸送、上
空からの警衛・警備等、多方面にわたる
警察活動を行っています。

「航空隊」の活躍



事件・事故等 情報サイトのご紹介

■埼玉県警察ホームページ
　県警察からのお知らせ、防犯・交通安全情報、各種手続に関する情報等、さまざまな情報を掲載しています。

■ 埼玉県警察メールマガジン「犯罪情報官ＮＥＷＳ( ニュース )」
　県内における不審者情報等の防犯情報をメール配信しています。

■ 埼玉県警察犯罪情報官 Twitter( ツイッター )
　県内における不審者情報等の防犯情報や防犯イベントに関する情報等を発信しています。

■ Yahoo!( ヤフー ) 防災速報
　スマートフォン用アプリを活用し、県内における不審者情報等の防犯情報を発信しています。

■ 交通事故情報メールマガジン
　県内における交通事故 (死亡・重傷事故 )情報や交通安全イベントに関する情報等をメール配信しています。

■ 事件事故発生マップ
　犯罪や交通事故の発生場所が一目で分かるよう地図上に表示しています。
　地図上で確認できる犯罪・交通事故は次のものです。

路上強盗・ひったくり・自動車盗・車上ねらい・子どもを狙った不審者情報
死亡交通事故・重傷交通事故・軽傷交通事故

犯 罪
交通事故

ＱＲコード一覧

※データのダウンロードについては、多額の通信費が発生する場合がありますのでご注意ください。

携帯電話及びスマートフォン用 携帯電話用スマートフォン用

メール110番

埼玉県警察
メールマガジン
｢犯罪情報官NEWS｣
ご希望の方は空メールを
送信してください

交通事故情報
メールマガジン
ご希望の方は空メールを
送信してください

電子申請届出
手続一覧

埼玉県警察
ホームページ
スマートフォンサイト

埼玉県警察
犯罪情報官
Twitter

Yahoo!防災速報

事件事故発生マップ
(犯罪発生状況)

埼玉県警察
ホームページ
携帯サイト

交通事故情報
携帯サイト

埼玉県警察
採用ホームページ

埼玉県警察への
ご意見・ご要望
メールフォーム

ゾーン30規制マップ事件事故発生マップ
(交通事故発生状況)

登山届

ニ ュ ー ス
ツイッター

ヤ フ ー


